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1.  平成22年1月期第2四半期の連結業績（平成21年2月1日～平成21年7月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年1月期第2四半期 47,518 ― △48 ― △207 ― △352 ―

21年1月期第2四半期 52,006 △4.1 287 △49.4 117 △80.9 47 △96.3

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年1月期第2四半期 △2.81 ―

21年1月期第2四半期 △0.70 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年1月期第2四半期 39,683 12,242 30.9 31.86
21年1月期 47,218 12,513 26.5 34.20

（参考） 自己資本   22年1月期第2四半期  12,242百万円 21年1月期  12,513百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（優先株式）の配当の状況については、
３ページ「種類株式の配当の状況」をご覧ください。 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年1月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年1月期 ― 0.00

22年1月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成22年1月期の連結業績予想（平成21年2月1日～平成22年1月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 98,500 1.6 550 131.5 150 △68.6 50 ― △1.33
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、「財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の
四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化により、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件等については、５ページ【定性的情報・財務諸表等】「3.連結業績予想に
関する定性的情報」をご覧下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年1月期第2四半期 176,403,360株 21年1月期  176,403,360株

② 期末自己株式数 22年1月期第2四半期  376,958株 21年1月期  362,485株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年1月期第2四半期 176,031,841株 21年1月期第2四半期 120,417,035株
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「連結経営成績(会計期間)（平成21年５月１日～平成21年７月31日）」 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
  

 
  

  

「種類株式の配当の状況」 
 普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株あたり配当金の内訳及び配当金総額は以下のとおりで
す。 
  

 
(注) １．平成20年４月25日開催の定時株主総会特別決議により、第１回Ｆ種優先株式、第１回Ｇ種優先株式及び第１

回Ｈ種優先株式を取得し、これを会社法第178条に基づき消却しております。 

２．20年１月期及び21年１月期は優先配当を行っていないため、20年１月期及び21年１月期の１株当たり配当金

は、累積条項に基づき、22年１月期の１株当たり配当金（予想）に累積して記載しております。 

  

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年１月期第２四半期 17,794 ─ △992 ─ △1,021 ─ △1,042 ─

21年１月期第２四半期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

１株当たり 
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益

円 銭 円 銭

22年１月期第２四半期 △6 32 ─
21年１月期第２四半期 ─ ─

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年１月期

第１回Ａ種優先株式 ─ ─ ─ 0 00 0 00

第１回Ｂ種優先株式 ─ ─ ─ 0 00 0 00

第１回Ｃ種優先株式 ─ ─ ─ 0 00 0 00

第１回Ｄ種優先株式 ─ ─ ─ 0 00 0 00

第１回Ｆ種優先株式 ─ ─ ─ 0 00 0 00

第１回Ｇ種優先株式 ─ ─ ─ 0 00 0 00

第１回Ｈ種優先株式 ─ ─ ─ 0 00 0 00

22年１月期

第１回Ａ種優先株式 ─ ─

第１回Ｂ種優先株式 ─ ─

第１回Ｃ種優先株式 ─ ─

第１回Ｄ種優先株式 ─ ─

22年１月期(予想)

第１回Ａ種優先株式 ─ 17,329 95 17,329 95

第１回Ｂ種優先株式 ─ 17,329 95 17,329 95

第１回Ｃ種優先株式 ─ 17,329 95 17,329 95

第１回Ｄ種優先株式 ─ 17,329 95 17,329 95
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当第２四半期連結累計期間（平成21年２月1日～平成21年７月31日）のわが国経済は、昨年来の世界経
済の減速を受けた国内景気の急速な冷え込みに一部下げ止まりの動きが見られるものの、依然として企業
の収益環境や雇用環境は厳しく個人消費は引き続き低迷する状況が続いております。 
このような環境の下、当社グループは知的資本マネジメントを経営戦略の中核にすえ、各事業において

策定した知的資本強化戦略を実行してまいりました。当社グループの主力事業である教育・学術事業にお
きましては、昨年に引き続き大学広報支援の一環としてテレビ番組「大学を知ろう～知の道しるべ～」を
今年７月から放映し幅広い年代の方よりご支持をいただいております。本番組は大学の理念、歴史、教
育・研究活動の内容、さらにはキャンパスや施設の魅力などを伝えるとともに、受験生・保護者の方にと
っても大学を様々な角度から知る絶好の機会となっております。大日本印刷株式会社との協業体制による
これらソリューション事業の定着化に加えて、既存事業の図書館アウトソーシング事業と大学内の売店事
業につきましても受託館数・拠点数の増加により順調に拡大いたしました。一方、円高を要因とした外国
雑誌売上及び大型案件の減少した設備工事関連売上が前年同期を下回りましたが、原価改善とコスト削減
に注力することで当事業につきましては前年同期なみの収益を確保いたしました。 
店舗事業におきましては、顧客視点での品揃えと従業員がより積極的に店舗経営に参画できる仕組みづ

くりの二つの視点で知的資本の強化に努め、当社創立140周年記念商品として今年６月に限定万年筆『檸
檬』を発売いたしました。本万年筆は小説家梶井基次郎の代表作で丸善京都店を舞台にした短編小説『檸
檬』にちなんで製作したオリジナル商品で、多くの万年筆愛好者にご好評を賜り完売いたしました。しか
しながら、当事業を取り巻く環境は厳しく、昨秋来の景気悪化を反映した消費者の節約志向の高まりに加
えて新型インフルエンザの発生がさらに消費マインドを引き下げることとなり、業績は非常に厳しい結果
となりました。 
店舗内装事業におきましては、小売業における設備投資抑制の動きが見られますが、店舗改装・メンテ

ナンス提案をはじめ、きめ細かな営業を強化いたしました。また出版事業におきましては、医学・理工系
書籍の取扱いが中心でありますが、当第２四半期より人文系書籍を得意とする丸善プラネット株式会社を
連結対象としたことで、出版ジャンルの拡大にも取り組んでまいりました。 
以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は475億18百万円、営業損失は48百万円となりまし

た。また為替差損87百万円を営業外費用に計上したことなどから、経常損失は２億７百万円となりまし
た。さらに、「棚卸資産の評価に関する会計基準」適用に伴い、たな卸資産評価損１億円を特別損失に計
上したことなどから、四半期純損失は３億52百万円となりました。 

  
  

当第２四半期連結会計期間末の総資産の残高は前連結会計年度末と比較して75億35百万円減少し、
396億83百万円となりました。主な要因は受取手形及び売掛金の減少44億４百万円、たな卸資産の減少
40億46百万円、投資有価証券の増加13億23百万円によるものであります。また負債の部は支払手形及び
買掛金の減少44億98百万円、短期借入金の減少20億円等により前連結会計年度末と比較して72億65百万
円減少し、274億40百万円となりました。純資産は四半期純損失による減少等により、前連結会計年度
末と比較して２億70百万円減少し、122億42百万円となりました。 
  

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は63 
億20百万円（前連結会計年度末68億61百万円）となり前連結会計年度末と比較して５億41百万円の減少
となりました。 
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。 

営業活動により獲得した資金は、32億68百万円となりました。これは主に、売上債権の減少、たな
卸資産の減少及び仕入債務の減少によるものであります。 

投資活動により使用した資金は、19億６百万円となりました。これは主に、無形固定資産の取得に
よる支出、投資有価証券の取得による支出によるものであります。 

財務活動により使用した資金は、20億１百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加によ
るものであります。 

  
  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
(1) 資産、負債及び純資産の状況

(2) キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
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平成22年１月期の通期連結業績予想は、平成21年３月24日に発表した内容から変更はありません。ただ
し、当第２四半期連結累計期間における普通株式の単元未満株式買取りにより期中平均株式数に変更があ
りましたので「１株あたり当期純利益」が変更されております。 
また、通期配当見通しについても、平成21年３月24日に発表した内容から変更はありません。 

  
  
  

該当事項はありません。 
  

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が
ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま
す。 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定
する方法によっております。 
  

該当事項はありません。 
  

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から平成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関する
会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、原価法か
ら原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。また、本会計基準を期首在
庫の評価から適用したとみなし、期首在庫に含まれる変更差額を「たな卸資産評価損」として特別損
失に100百万円計上しております。 
この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上総利益が38百万円

増加し、営業損失、経常損失が、それぞれ38百万円減少し、税金等調整前四半期純損失が61百万円増
加しております。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
１．簡便な会計処理

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

②固定資産の減価償却費の算定方法

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸
表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半
期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、「財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50
号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成
しております。

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年７月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,353 6,881

受取手形及び売掛金 9,345 13,749

たな卸資産 － 16,128

商品及び製品 11,640 －

原材料及び貯蔵品 18 －

仕掛品 424 －

その他 876 1,081

貸倒引当金 △85 △122

流動資産合計 28,572 37,719

固定資産   

有形固定資産 3,215 3,314

無形固定資産 1,559 1,156

投資その他の資産   

その他 8,999 7,702

貸倒引当金 △2,664 △2,675

投資その他の資産合計 6,335 5,027

固定資産合計 11,111 9,499

資産合計 39,683 47,218

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,855 13,354

短期借入金 12,000 14,000

未払法人税等 111 143

賞与引当金 128 103

返品調整引当金 73 124

ポイント引当金 228 256

その他 2,506 3,159

流動負債合計 23,904 31,141

固定負債   

退職給付引当金 2,865 2,762

役員退職慰労引当金 6 4

その他 663 796

固定負債合計 3,536 3,563

負債合計 27,440 34,705
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年７月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,821 5,821

資本剰余金 4,321 4,321

利益剰余金 2,152 2,331

自己株式 △72 △71

株主資本合計 12,223 12,402

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19 110

評価・換算差額等合計 19 110

純資産合計 12,242 12,513

負債純資産合計 39,683 47,218
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 47,518

売上原価 36,590

売上総利益 10,928

販売費及び一般管理費 10,976

営業損失（△） △48

営業外収益  

受取利息 1

受取配当金 15

持分法による投資利益 18

デリバティブ評価益 1

その他 53

営業外収益合計 89

営業外費用  

支払利息 83

為替差損 87

支払手数料 55

その他 22

営業外費用合計 248

経常損失（△） △207

特別利益  

固定資産売却益 4

貸倒引当金戻入額 36

ポイント引当金戻入額 11

特別利益合計 52

特別損失  

たな卸資産評価損 100

固定資産除却損 8

減損損失 31

特別損失合計 139

税金等調整前四半期純損失（△） △294

法人税、住民税及び事業税 58

法人税等調整額 △0

法人税等合計 57

四半期純損失（△） △352
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 17,794

売上原価 13,371

売上総利益 4,422

販売費及び一般管理費 5,414

営業損失（△） △992

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 14

為替差益 7

その他 36

営業外収益合計 59

営業外費用  

支払利息 31

持分法による投資損失 37

デリバティブ評価損 0

支払手数料 1

その他 17

営業外費用合計 88

経常損失（△） △1,021

特別利益  

固定資産売却益 4

貸倒引当金戻入額 24

ポイント引当金戻入額 11

特別利益合計 40

特別損失  

固定資産除却損 0

減損損失 31

特別損失合計 31

税金等調整前四半期純損失（△） △1,012

法人税、住民税及び事業税 30

法人税等調整額 △0

法人税等合計 29

四半期純損失（△） △1,042
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年７月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △294

減価償却費 242

減損損失 31

貸倒引当金の増減額（△は減少） △49

賞与引当金の増減額（△は減少） 24

受取利息及び受取配当金 △16

支払利息 83

持分法による投資損益（△は益） △18

有形固定資産売却損益（△は益） △4

有形固定資産除却損 6

投資有価証券売却損益（△は益） △0

売上債権の増減額（△は増加） 4,415

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,058

その他の流動資産の増減額（△は増加） 204

仕入債務の増減額（△は減少） △4,504

未払消費税等の増減額（△は減少） △65

その他の流動負債の増減額（△は減少） △501

その他 △71

小計 3,541

利息及び配当金の受取額 17

利息の支払額 △197

法人税等の支払額 △92

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,268

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △50

有形固定資産の売却による収入 5

無形固定資産の取得による支出 △519

投資有価証券の取得による支出 △1,338

投資有価証券の売却による収入 0

敷金及び保証金の差入による支出 △228

敷金及び保証金の回収による収入 234

その他 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,906

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △2,000

自己株式の取得による支出 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,001

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △638

現金及び現金同等物の期首残高 6,861

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 97

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,320
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸
表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期
連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、「財務諸表等の用語、様式及
び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７
条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

(1) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
(自 平成20年２月１日
至 平成20年７月31日)

区分 金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 52,006 100.0

Ⅱ 売上原価 40,288 77.5

   売上総利益 11,718 22.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 11,430 21.9

   営業利益 287 0.6

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 2

 ２ 受取配当金 11

 ３ デリバティブ評価益 24

 ４ その他 53 92 0.1

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 143

 ２ 為替差損 64

 ３ 持分法による投資損失 6

 ４ その他 47 262 0.5

   経常利益 117 0.2

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却損 0

 ２ 貸倒引当金戻入額 0

 ３ その他 5 6 0.1

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 4

 ２ 減損損失 6

 ３ 店舗撤退損 28 38 0.1

   税金等調整前中間純利益 85 0.2

   法人税、住民税 
   及び事業税

38

   法人税等調整額 ─ 38 0.1

   中間純利益 47 0.1
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(2) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
(自 平成20年２月１日
至 平成20年７月31日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間純利益 85

 ２ 減価償却費 236

 ３ 減損損失 6

 ４ 貸倒引当金の減少額 △14

 ５ 賞与引当金の増加額 0

 ６ 受取利息及び受取配当金 △14

 ７ 支払利息 143

 ８ 持分法による投資損益 6

 ９ 有形固定資産売却益 △0

 10 有形固定資産除却損 1

 11 売上債権の減少額 4,184

 12 たな卸資産の減少額 4,414

 13 その他流動資産の増加額 △41

 14 仕入債務の減少額 △4,626

 15 未払消費税等の減少額 △38

 16 その他流動負債の減少額 △229

 17 その他 △40

    小計 4,074

 18 利息及び配当金の受取額 5

 19 利息の支払額 △229

 20 法人税等の支払額 △76

 21 その他 0

   営業活動によるキャッシュ・フロー 3,774
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前中間連結会計期間
(自 平成20年２月１日
至 平成20年７月31日)

区分 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △41

 ２ 有形固定資産の売却による収入 9

 ３ 無形固定資産の取得による支出 △250

 ４ 無形固定資産の売却による収入 0

 ５ 投資有価証券の売却による収入 11

 ６ 長期貸付金の回収による収入 38

 ７ 敷金及び保証金の差入による支出 △51

 ８ 敷金及び保証金の返還による収入 138

 ９ その他 2

   投資活動によるキャッシュ・フロー △143

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額 △7,000

 ２ 新株発行による収入 3,274

 ３ 自己株式の取得による支出 △3,281

   財務活動によるキャッシュ・フロー △7,006

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ─

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △3,375

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 8,583

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 5,207
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